
＊個別研修会

講義で学ぶ基礎コースと臨床実習を中心としたアドバンスコースなど、少人数で学ぶ研修会です。

対象

＊集団研修会

講義を中心とした研修会です。

回 開催日時

　歯科医師
　歯科衛生士

研修会名

開催日程

第１回　4/9～4/30の3日間

9:00～17:00

（木曜日開催）

第２回　9/3～9/24の3日間

9:00～17:00

内容

【基礎コース】
障害者歯科の基礎が学べるコースです。

日程：講義２日、臨床見学半日
講師：当センター歯科医師、歯科衛生士、看護師、言語聴覚士

【アドバンスコース】※基礎コース修了者対象
臨床実習が中心のコースです。

日程：講義1日、相互実習1日、臨床実習4日
講師：当センター歯科医師、歯科衛生士

（木曜日開催）

第２回　10/22～11/26の6日間

9:00～17:00

（木曜日開催）

第３回　1/28～3/11の6日間

9:00～17:00

（木曜日開催）

第３回　12/10～1/7の3日間

9:00～17:00

（木曜日開催）

第１回　5/28～7/2の6日間

9:00～17:00

9:00～12:00、13:00～16:00

内容・講師

①「口腔がん～最新の治療法と薬物療法～」
　　　　　　　　　日本歯科大学　教授　里見貴史

②「全身健康のための口腔衛生～肥満・糖尿病・
　　ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑとの関り～最新のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽから」
　　　　　　　　日本大学歯学部　教授　川戸貴行

第1回

令和2年4月12日(日)

①10:00～11:30
②12:30～14:00

（木曜日開催）

随時開催

9:00～12:00、13:00～17:00

ご都合のいい日に受講できます。

歯科診療車が派遣される

火曜日又は金曜日

【フォローアップコース】※アドバンスコース修了者対象
さらにスキルアップを目指したい方向けのコースです。

【短期個別研修会】
巡回診療を行っている多摩地域の施設において、歯科診療車での歯科
診療等の実習を通して、障害のある人たちへの対応方法を学びます。

令和２年度　障害者歯科研修会研修別一覧表

　東京都立心身障害者口腔保健センターでは障害者歯科や口腔保健、福祉への知識や理解を深めることを目的に、都内
在勤・在住の歯科医師・歯科医療従事者等を対象とした各種研修会を無料で開催しています。

　　歯科医師・
　　歯科医療従事者研修会



回 開催日時

①「東京都における障害者歯科の取組について」
　　　　　　　　　　　東京都福祉保健局医療政策部

②「視覚障害の方への接遇」
　  東京視覚障害者生活支援センター 所長 長岡雄一

③「聴覚障害の方への接遇」
　　　　　(社福)聴力障害者情報文化センター
　　　　　　　　　　広域支援部門部長　早川代志子

④「知的障害の方への接遇」
　　　　　　　　　白梅学園大学　教授　堀江まゆみ

⑤「精神障害の方への接遇」
　　　　　　東京都立中部総合精神保健福祉センター

令和2年10月7日(水)
18:30～20:00

令和2年10月14日(水)
18:30～20:00

令和2年10月21日(水)
18:30～20:00

第1回

 有病者歯科診療の
 リスクマネージメント研修会

令和3年3月7日(日)
①10:00～14:00

①「有病者の歯科診療で必要な
　　　　　　　　内科的知識と救急対応」
　　　　　 当センター　歯科医師　田中純子 ほか
　　　　　 　　　　　　　看護師　島田祐何里

①「骨吸収抑制薬投与患者の現状と
　　　　　　　　　　　　　歯科的対応について」
　　　国際医療福祉大学医学部　准教授　矢郷　香

第3回

令和2年6月14日(日)

①10:00～11:30
②12:30～14:00②「歯科医療従事者が必要な内科的知識と

　　　　　　　　　　　　　歯科治療時の注意点」
　　　　　日本歯科大学附属病院　科長　中村仁也

①「認知と口腔機能から紐解く小児の歯科的対応
　　　　～子どもを上手に治療するためのヒント～」
　　　　日本歯科大学附属病院　准教授　白瀬敏臣

第2回

令和2年5月17日(日)

①10:00～11:30
②12:30～14:00②「口腔外傷に対するｱﾌﾟﾛｰﾁの原則とその実際」

　　　　　東京医科歯科大学　准教授　宮新美智世

研修会名 内容・講師

　　歯科医療従事者が学ぶ
　　バリアフリー研修会

令和2年9月6日(日)

① 9:30～ 9:50
② 9:50～10:20
③10:20～10:50
④11:00～11:30
⑤11:30～12:00

第2回

第3回

令和3年2月7日(日)
①10:00～11:30

①「成人の発達障害と障害者歯科」
　　昭和大学発達障害医療研究所　所長　加藤進昌

　　障害者歯科認定医・
　　認定歯科衛生士研修会
　 （認定の無い方でも受講可）

　　はじめて学ぶ
　　障害者歯科研修会

①「はじめよう！障害のある方に対する歯科診療」
　　　　　　　　当センター　歯科医師　関口五郎 令和3年1月17日(日)

①10:00～11:30
②12:30～14:30

②「はじめよう！障害のある方に対する
　　　　　　　　　　　　歯科診療補助（実習）」
　　　　当センター　歯科医師　　関口五郎
　　　　　　　　　　歯科衛生士　上野桃子 ほか

①「知っておこう！
　　　　　障害のある方の歯科診療の実際」
　　　　　　　　　当センター　副所長　重枝昭広

令和2年7月16日(木)
①18:00～19:30

　　研修歯科医のための
　　障害者歯科研修会

　　歯科医療従事者向け
　　手話研修会

①「～基礎編～　講義・実技」
　東京手話通訳等派遣センター ろう講師・手話通訳

②「～治療編～　実技」
　東京手話通訳等派遣センター ろう講師・手話通訳

③「～予防・受付編～　実技」
　東京手話通訳等派遣センター ろう講師・手話通訳

　　歯科医師・
　　歯科医療従事者研修会



回 開催日時

お申込み方法

・各研修会とも申込期間が設定されていますので、その期間内にお申し込み下さい。

・お申し込み方法は、電話、専用用紙によるＦＡＸ、当センターホームページからの専用フォーム

　による申し込みの３つの方法がございます。 研修会ページ

お申し込み先

　　評価医養成のための
　　摂食嚥下研修会

［医師・歯科医師対象］
講義・相互実習

詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

　　在宅歯科診療に役立つ
　　摂食嚥下研修会

令和2年12月6日(日)

①10:00～11:30
②12:30～14:00

研修会名 内容・講師

令和2年8月23日(日)

①10:00～11:30
②12:30～14:00②「小児のう蝕予防と正常咬合」

　　　　　　　　　須貝歯科医院　院長　須貝昭弘

①「患者が求める低侵襲・高効率な歯周治療」
　　　　　　　　鶴見大学歯学部　教授　五味一博

第3回

令和3年1月31日(日)

①10:00～11:30
②12:30～14:00②「はじめよう！

　　　障害のある方へのプロフェッショナルケア」
　　　　　当センター　歯科衛生士主査　小暮弘子

東京都立心身障害者口腔保健センター　研修担当

電話　03-3235-1141　　FAX　03-3235-1144

①「在宅歯科診療での摂食嚥下障害の実際」
　　　　　　　日本大学歯学部　教授　植田耕一郎

②「在宅訪問における栄養管理の実際」
　　特定非営利活動法人ぽけっとステーション
　　　　　　　　　　　　　代表理事　山口はるみ

　　歯科衛生士研修会

　　（対象:歯科衛生士のみ）

 リハビリチーム養成のための
 摂食嚥下研修会

［コメディカルスタッフ対象（歯科衛生士・看護師・栄養士など）］
講義・相互実習

詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

①「認知症の方への食支援と口腔衛生管理」
　　　　東京都健康長寿医療センター研究所
　　　　　　　　　　　　　歯科医師　枝広あや子

第1回

令和2年7月5日(日)

①10:00～11:30
②12:30～14:00②「口腔機能維持・向上のための

　　　　　　　　　　　オーラルフレイル予防」
　　　　　　　　　埼玉県立大学　助教　田野ルミ

①「行動科学に基づいた
　　　　　　ブラッシング用具の選択と使い方」
　　　　　　　　高柳歯科医院　副院長　高柳篤史

第2回

【 会 場 】

東京都立心身障害者口腔保健センター ８階 研修室

【 交 通 】

■ＪＲ利用の場合（総武線）

飯田橋駅西口より徒歩４分

■地下鉄利用の場合

東西線、有楽町線、南北線、都営大江戸線

飯田橋駅Ｂ２ｂ出口

セントラルプラザ１階ロビー直結



＊地域派遣研修

開 催 日 時 月曜から金曜日の8:30から17:15の間

講 義 時 間 60分から90分（質疑応答含む）

会 場 東京都内で派遣可能と判断される場所

人 数 おおむね10名以上（人数についてはご相談ください。）

研 修 機 材 Power Point を使用した講義が行える環境

申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込み下さい。

申込書は当センターホームページからダウンロードしてください。

開催希望日の1ケ月前　※診療の状況によってはご希望に添えない場合があります。

（できるだけお早めにお申し込み下さい。）

費 用 無料

　お問い合わせ先

当センターＨＰへ

R020304

　　　　　　　　　 詳細は当センターホームページをご覧ください。

申 込 締 切

※詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

テーマ
（内容）

　　　　東京都立心身障害者口腔保健センター　研修担当

　　　　電話　03-3235-1141　　FAX　03-3235-1144

　　　　〒162-0823　東京都新宿区神楽河岸1-1

　　　　　 　　　　　セントラルプラザ8F・9F

　　　　URL　http://www.tokyo-ohc.org/　

　障害のある方たちの口腔保健の理解を深めるため、当センター歯科医師、歯科衛生士が無料で出向いて研修を行いま
す。研修内容は５つのテーマの中からお選びいただけます。

・特別支援学校および支援学級等の教職員、保護者
・障害者(児)福祉施設、高齢者福祉施設等の職員、介助者、保護者等

対象

申 込 方 法

③「障害のある方の歯と口の健康を守ろう！～歯科医師から学ぶ口腔の基礎知識～」

④「障害のある方の歯と口の健康を守ろう！～介助者による口腔のケア～」

⑤「障害のある方の歯と口の健康を守ろう！～歯磨きの自立を促す支援方法～」

①「おいしく楽しく安全に～障害のある子どもの食べる機能を育てる～」

②「おいしく楽しく安全に～要介護高齢者の食事介助～」


